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巻頭言

らしい活動をしている法人だ」と改めての発見と
喜び、そして責任を感じておりました。

～地域で愛される川崎ふれあい会を
振り返って～

設立して初回の監事監査では基本的な部分につ
いて、川崎市の要望と事務局の従来のやり方を摺
り合わせたり、私の意見を述べさせていただいた

私が監事として御縁をいただいて８年が経ち

り、とにかく話合いが多かったのを記憶しており

ました。月日の流れの早さに驚くと共に、長きに

ます。「この点は改善すべきだ」と、少々面倒な

わたって御縁をつないでいることに感謝申し上

要求も監事という立場からわがままを言わせて

げます。ニュースの寄稿にあたり、改めて川崎ふ

いただきましたが、理事長はじめ、理事、評議員、

れあい会との思い出を振り返ってみました。

事務局の皆様が前向きに笑顔でうけとめてくだ

私が川崎ふれあい会とのお付き合いが始まり

さったこと、深く感謝します。最近では、監事監

ましたのは、社会福祉法人を設立する準備の時期

査も通常通り、滞りなく終了することがほとんど

2004 年頃からです。当時は任意団体として活動さ

であり、事務局の優秀さには、大変感謝している

れていましたが、川崎市のなかでも有数の「優秀

次第です。

な支援団体」であると聞いておりました。

また、川崎ふれあいの会が、陣頭にたって新しい

まだ社会福祉法人の設立前ということで皆様は

精神保健福祉の世界を築いていただいているこ

御準備に忙しく、また社会福祉法人になる、とい

と、たいへん頼もしくも思っております。

う夢に向かって進む事務局のご活躍をまぶしく
拝見したこと、はっきりと覚えております。川崎

私がお手伝いできることは、監事としての役割で

市とのやりとり、諸々の調整、そして御準備とそ

できる範囲という、限りなく狭い範囲のお手伝い

の当時の事務局の精力的な取り組み。「社会福祉

になってしまいますが、ますます地域の皆様に信

法人になるのであれば、会計なども改めて勉強し

頼され、浸透し、そして愛される団体に成長して

なければいけない」という事務局からのご要望

いくと信じております。

で、個別に講師を招聘し勉強会もいたしました
ね。

これから暑い時期に入ります。体調には十分に
御留意いただき、川崎ふれあいの会のますますの

こうした努力を重ね、ついに社会福祉法人設

ご活躍を楽しみにしております。

立！となりました。お祝い会では大勢の方からの

（監事 浦田 泉）

賛辞をいただき、監事という当事者ながら「素晴
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苦情解決・権利擁護について

ここでは、川崎ふれあいの会の権利擁護・苦情解決のしくみについて、
お伝えします。

＊ 苦情解決って何？ ＊
苦情や意見って、なかなか表明しにくいもの。
特に障がいをもつ方が利用する施設・事業所の数も、利用できるサービスの種類も少なく、ご本人
やご家族が選べる状況にありませんでした。その結果、「こんな苦情を言ったら利用できなくなるの
ではないか。」との心配もあって、声を上げることが難しかったのです。
こうした状況を改善するため、近年では苦情や意見に耳を傾け、
共に解決していく仕組みを作ることが、法律で義務付けられるようになりました。
苦情そのものは、伝える方にとっては気が重いもの、伝えられる方にとっても面倒なものと思わ
れがちです。でも実は、利用者が日ごろ感じている思いを伝えることで誤解を解いたり、双方の理
解を深め新たな信頼関係を築くことにもつながります。

＊ 「川崎ふれあいの会」苦情解決のしくみ ＊
川崎ふれあいの会では、常に利用されている方の声を聴く姿勢をもち、出された苦情や意見を
大切にしたいと思っています。そして、挙げてくれた声の奥にあるものを見つめ、皆さんが「ふ
れあいの会を利用して良かった！」と感じてもらえもらえるような事業運営に努めたいと願って
います。具体的な相談窓口は、以下のとおりです。
利用者の方が気軽に申し出を行えるよう、いつも近くにいる事業所
職員が受付窓口を担当します。
申し出は、口頭、電話、文書、いずれも OK です。
各事業所の施設長が担当。相談を受けたら、
苦情解決責任者が責任を持って解決を図ります。
苦情を密室化せず事業所の社会性、客観性を確保するためには、
外部機関の協力が欠かせません。第三者委員は、少し離れた立場
から問題を見つめ、客観的な視点で解決を図ろうとする仕組みです。

＊ 「障施協」について ＊
「特定非営利活動法人川崎市障害福祉施設事業協会」の略。
市内障害関係施設・事業所等連携し、障害福祉の発展を目指そうと設立された団体です。
H14 年より、「川崎市福祉施設等苦情解決支援事業（第三者委員）」を受託されています。
川崎ふれあいの会では、昨年度まで第三者委員を市内他法人にお願いしていました
が、今年度よりを障施協に委託することになりました。
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川崎ふれあいの会研修会報告

川崎ふれあいの会では、毎年様々なテーマを設け、研修会を行っています。
今回は平成 2３年度に行われた研修会についてご報告いたします。

＊ 生活習慣病の予防と食生活の改善 ＊
日時：平成２４年２月 1７日（金） １３：３０～１５：００
場所：地域活動支援センターふれあい 参加者：３４名
講師：幸区保健福祉センター 小林直子氏（保健師）、成川幸子氏（管理栄養士）
★健康に良い食事とは？？･･･『食事バランスガイド』のお話★

図は１日分の食事をコマ本体に示し、
「主食」、「副菜」、「主菜」、「牛乳・乳製品」
「果物」の５つのグループに分けています。
また、日々の食生活の中で欠かすことのできな
い「水・お茶」はコマの軸に示され、「運動」はコ
マのバランスを保つものとして示されていま
す。その他、「菓子・嗜好飲料」はコマのひもとし
て示されています。
５つのグループを、
「主食」⇒「副菜」⇒「主菜」⇒「牛乳・乳製
品」、
「果物」の順に量を調整し食事を考えます。
＊食事の適量は性別、年齢、身体活動量によって
異なります。
200kcal の目安

＊主食：ご飯・パン・麺類（炭水化物、エネルギー）
＊副菜：野菜・きのこ・いも・海草料理（ビタミン、ミネラル、食物繊維）
＊主菜：肉・魚・卵・大豆料理（たんぱく質、脂質、エネルギー、鉄分）
＊牛乳・乳製品：牛乳・ヨーグルト・チーズ（カルシウム、たんぱく質、脂質）
＊果物：りんご・みかん・すいか・いちごなど（ビタミン C、カリウム）

・クッキー２枚
・シュークリーム１個
・クリームパン１個
・ビール 500ml

など・・・

この他に“コマのひも”として、
「菓子・嗜好飲料」があります。１日 200kcal までにしましょう！！

質疑応答 講義後、参加者より質問が出され、講師の小林さん、成川さんよりお答えいただきました。
Ｑ「アップルパイやドーナツは主食になりますか？」
Ａ「アップルパイやドーナツなどの菓子パンは砂糖や脂肪が多いため、
主食ではなく“菓子”として扱います。１日２００kcal までにしましょう。」
Ｑ「副菜をたくさん食べるコツはありますか？」
Ａ「同じ食材であっても調理法や味付けを変えてバリエーションをつけることがコツです。
また、１つの食材に偏るのではなく、いろいろな食材をまんべんなく食べることが理想です。
」
Ｑ「夕食をとる時間が遅くなってしまいます。寝る何時間前までにとるのが理想ですか？」
Ａ「寝る３時間前までに食べることが理想です。また、朝昼夜の食事量のバランスは、
３：３：４が理想とされています。
」
今回の研修では、食事バランスガイドを用いてわかりやすくご講義をしていただきました。ぜひ今回学んだことを日々
の食生活に活かしていきたいと思います。幸保健福祉センターの小林さん、成川さん、ありがとうございました。
（記：石渡 梨絵）
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平成 23 年度活動報告
【喫茶・ショップ】
軽食喫茶部門では、２階の作業場改装工事を行い、
クッキーの製造・販売を平成 23 年 12 月から再開しました。

野菜たっぷり、ボリュー
ム満点のランチ・お弁
当を提供しています！

売れ行きは上々！ヘルシーで素朴な味
わいが特徴です。現在、皆で話し合いな
がら新しい種類を開発中です。

ショップ部門ではより多くのお客さんが来てもらえるよう、
ディスプレイなどの見直しを皆で話し合っています。
まずは入り口から・・・

ショップの看板が新しくなりました！
書いてくれたメンバーさんより一言★

『看板がきれいになって、お店に来てくれ
るお客様が増えるといいですね♪』
新商品 キャラクターストラップ☆

【センターふれあい】♪平成 23 年度は、1 日平均 9.48 名の方が利用されました♪
皆さん、基本的にのんびり過ごして

食事会プログラ

います。不動の一番人気はトランプ

ムでは、健康を考

（大貧民大富豪）です。時間を忘れて

え野菜を多く提

楽しみ、会話も弾みます♪

供しています。

センターふれあいでは、利用者さんと職員で一緒に話し合
い皆にとって過ごしやすい場所の提供を目指しています。
“みんなで参加できるプログ
【参加者の声】

ラムを”ということで、『皆で

丸く丸めるのは

作って食べる会を』平成２３年

難しかったけ

１０月より、定期的に開催して

ど、みんなで作

います。手打ちうどん、生パス

るのは楽しかっ

タ、手作りパン等色々なもの

たし、美味しか

を皆で一緒に作りました。

った♪
手作りライスコロッケの写真

４

平成 23 年度活動報告

【グリーンふれあい】
夕食のメニューに
豚肉の南部焼き定食

タニタのレシピを

５５５㌔カロリー

利用しています。

グ リー ンの キッ チ
ンは、居室を含めて
すべて IH コンロに
なりました。

災害時に備え、水と食
料を備蓄しました。

＜入居者さんの感想＞
＊野菜がたくさん摂れて良かった ＊品数の割にカロリー
が低くて健康的だと思います ＊カロリーのことが書いて
あってよかったです ＊ご飯は少ないが、おかずがいっぱ
いあるので、おなかがいっぱいになる。 ＊いろんな材料
が使われていてびっくりです ＊いっぱい野菜がとれてう
れしいです ＊いろいろな味付けの肉料理が楽しみです

【あしびな】

新しいメンバーが
1 名入居しました。

ふれあいの会の一員となり早や半年がたちました。

● 最近のあしびな ●
N さんの誕生会、みんなであしびなとしては久々に、
近所の中華料理屋「秀鳳」へ。
各自好きなものを頼み、餃子をつまんでお祝いしました。

＜＜新しい職員（サービス管理責任者）を紹介します＞＞
斉藤

剛と申します。分からないことばかりですが、よろしくお願いします。個人

的には、市内で精神障害当事者（ピアサポーター）の方々と、「リアクト（ WEB：
http://react.hp2.jp/ 当事者リアクト検索!）」という交流スペースを運営しており、
↑愛娘作の似顔絵！

当事者活動で伝統ある「川崎ふれあいの会」の一員になれて光栄です。

・「どんな生活がしたいか？」
「困っていることがあるか？」をお聞きしし、
・「どんな支援(お手伝い)ができるか？」を一緒に考え、
・『計画』を立てたり、
『計画』がうまくいっているかどうか確認する仕事です。
世間話をするのも夕食を共にするのも、皆さんの思いに近づくための大切な役割です！

５

＊

ふれあいアート広場

＊

このコーナーでは、川崎ふれあいの会のメンバーが様々な作品を発表してくれます。
今回は、２名のメンバーさんより写真と絵の発表がありました。どうぞお楽しみください♪

センターふれあい

トマト・バジル・チーズのピザ
料理教室の成果が写真
からも伝わってきま
す。飾り付けもきれい
でとても美味しそうで
すね♪

センターの女性利用者さんの作品

クリスマスケーキバイキング

アップルカスタードデニッシュ

＊ご本人よりコメント＊
料理教室の成果です(^0^)／８年前から教室に通っています。習っ
た料理を家で作りすぎて家族が大きく成長していました。(/_;)甘党
の旦那さんはケーキをつまみにビールを飲んでいます。今では自分
でケーキを作るので外でケーキを買うことが減りました(*^^)v

センターふれあい

清らかな水の恵み
鉛筆で描いた繊細でや
わらかいタッチから街
や風景の温かさが伝わ
ってきて、どこかホッと
する絵ですね。特に水車
に落ちる水の流れや光
の加減がとてもき れい

影山 晴将さんの作品

朝の光、向こうには

タイルにあたった光が暖かい川崎

＊ご本人よりコメント＊
センターふれあいに通所している影山です。
この度は、私の絵をふれあいアート広場に参加させていただいてありがとうござ
います。この３枚の絵は、過去に個展を開催した時の作品です。題材としては街や
風景をテーマにしました。これらは鉛筆で描いたもので、原画サイズはＢ４です。こ
の３枚のタイトルから何か感じ取ってもらえましたら幸いです。ご覧になって下さっ
た皆様ありがとうございます。

だと思いました。

センターの女性利用者さん、影山さん、素敵な写真と絵をありがとうございました。
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次回のふれあいアート広場もお楽しみに（＾－＾＊）／~

（編集：石渡 梨絵）

（平成 24 年 1 月 1 日から平成 24 年 6 月 30 日まで）

活動報告
【バザー報告】

（ ）内は参加部門名

１／２４（土）かわさきボランティア市民活動フェア

その他、神奈川県民センター

（ショップ）
３／１０、１１（土・日）幸文化センターまつり

のともしびショップや、
東芝ＭＣ工場内の売店でも

（喫茶・ショップ）

ショップ製品を委託販売し

３／１８（日）ええんじゃないかまつり（喫茶・ショップ）

ています！

４／２１（土）メルシーまつり（喫茶・ショップ）
５／１１（金）川信バザー（喫茶・ショップ）

【行事活動報告】（ ）内は参加施設名
１／５ （木）新年会。食事をし、映画『ミッションインポッシブル４』を鑑賞しました。
（喫茶・ショップ・センターふれあい）
１／１０（火）新年会。歓迎会を兼ね、かに道楽にて外食をしました。
（グリーン）
１／１３（金）なかはら会もちつき会に参加しました。（あしびな）
２／８ （水）地震を想定した避難訓練を行いました。
（あしびな）
２／１０（金）もちつき会。センターふれあいにて、全施設集合して行いました。（全施設）
２／１７（金）川崎ふれあいの会主催で、研修会が行われました。（全施設）→ ３ページ参照
２／２０（月）中原消防署立会いの下、避難訓練を行ないました。（グリーン）
２／２３（木）幸消防署立ち合いの下、火災を想定した消防訓練を行いました。
（センターふれあい）
３／１６（金）災害に備えて避難訓練を行いました。（喫茶・ショップ）
３／２９（木）食器の買い出しも兼ね、川崎で食事会をしました。（センターふれあい）
４／ ９（月）平間公園でお花見をしました。（センターふれあい）
５／１ （火）誕生会を兼ね、川崎のハゲ天で食事を楽しみました。
（グリーン）
６／１ （金）身だしなみ・衛生に関する講習会を開催し、皆で確認を行いました。
（喫茶・ショップ）
６／１２（火）中原消防署立会いの下、夜間避難訓練を行ないました。（グリーン）
６／１５（金）災害に備えて災害伝言ダイヤルの活用法や避難訓練を行いました。
（センターふれあい）

【理事会・評議員会報告】
３／３０(金)
＜議事＞

＜平成 23 年度第３回理事会・評議員会＞

①平成 23 年度補正予算

②平成 24 年度事業計画及び施設長任命

⑤理事・監事の選任（評議員会）
５／２５(金)
＜議事＞

③平成 24 年度予算

④給与規程改正

⑥評議員就任の内諾（評議員会）
・同意（理事会）（議事は全て承認）

＜平成 24 年度第 1 回理事会・評議員会＞

①平成 23 年度事業報告

②平成 23 年度決算及び会計監査報告

＊ 新 監事・評議員のご紹介 ＊

③運営規程改正

（議事は全て承認）

平成 24 年 4 月１日より、就任しましたのでご紹介します。

監事：伊藤 義昭さん

評議員：風間 和子さん（他法人グループホームホーム施設長）
小川 由起子さん（あしびな職員）

（NPO 法人たかつ de ほっと理事長）
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【運営委員会・活動報告会報告】
１／２０（金）＜平成 23 年度軽食喫茶・ショップふれあい活動報告会＞
【報告事項】喫茶クッキー作り、事業経過報告、店舗会計報告、その他活動報告
【意見交換】喫茶クッキー作り、運営状況、ボランティア募集、今後の活動報告会
１／２７（金）＜平成 23 年度第２回ｸﾞﾘｰﾝふれあい運営委員会＞
【報告事項】ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、活動、ﾒﾝﾊﾞｰ関係、職員、研修、対外関係、法人関係、会計・事業報告
【検討事項】土曜日の夕食提供・食費、利用の決まりの見直し、次期運営委員、インフルエンザ対策、その他
２／１６（木）＜平成 23 年度第１回あしびな運営委員会＞
【報告事項】新体制運営委員紹介、職員紹介、移管の経緯と現状について
【検討事項】正副運営委員長・書記選出、今後の運営委員会の持ち方
６／２１（木）＜平成 24 年度第１回あしびな運営委員会＞
【報告事項】経過報告、予算・決算報告、職員体制、苦情解決のしくみ
【検討事項】緊急連絡体制、防災について

寄付のお礼
【ご報告】

渡部 久二様、川崎ふれあいの会後援会、

センターふれあいでは赤い羽根共同募金の配分金を

匿名４名にご寄付をいただきました。
法人の運営に活用させていただきます。
ありがとうございました。

いただき、エアコンを買い替えました。募金にご協力
いただきました皆様、ありがとうございました。

（平成 2４年１月 1 日から６月 3０日まで）

＊苦情解決窓口のお知らせ＊

活動予定（平成 2４年７月 1 日以降）
◎７／２６(木)

アゼリアバザー（喫茶・ショップ）

◎７／２７(金)

グリーン運営委員会（グリーン）

川崎ふれあいの会では、苦情解決窓口を設置しており
ます。詳しくは各事業所にお問合せ下さい。→Ｐ2 参照

◎夏期休業前に、暑気払いを行います。
（喫茶・ショップふれあい、センターふれあい）

＊ 情報の開示について ＊

◎秋に、川崎ふれあいの会と横浜のセサミ香房と
合同で日帰り旅行に行きます。
（合同）
◎９／１２(水)

なかはら会バスハイク

社会福祉法人川崎ふれあいの会の情報につきましては、法
人本部にて随時公開しております。また、ホームページにも公
開しておりますので併せてご覧下さい。

◎１１／３０(金) 第２回理事会・評議員会

＊

【ＵＲＬ】http://www.kawasakifureai.org

お願い ＊

＜

川崎ふれあいの会では、書き損じハガキを集
めています。不要のハガキがございましたら、川
崎ふれあいの会法人本部までご連絡下さい。

編集後記 ＞

ふれあい法人ニュース第１８号はいかがでしたか？今号
では各施設の活動状況報告を中心に掲載いたしました。楽
しそうな様子が伝わりましたでしょうか？
今後も皆様に関心を持っていただける広報誌をお届けし
たいと思いますので、是非ご意見ご感想をお寄せ下さい。
それでは、第１９号でまたお会いしましょう。
（
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広報担当一同

）

